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 1 ．はじめに

　急速な資本主義のグローバル化により，世界の主要国で多くの経済格差の拡大が見受けられて

いる。このような経済のグローバル化は，企業，つまりミクロレベルの経済に何をもたらしてい

るのか。赤岡先生を中心とした我々の研究グループは，これまで日本企業が維持・発展させてき

た日本的経営を資本面・労働面に分けて，資本面では英米型の市場原理主義への転換を迫られる

なか，労働面で従来の慣行に戻っているオメガ（Ω）型経営ではないかという仮説を検証してき

た。さらに，最近我々は各国の経済制度や経営システム等について，産業・企業のレベルからこ

の仮説を検証し，各国の経営スタイルの特徴について検討するようになった2。我々の観点からは，

従来の研究では企業統治や人事管理論といった特定分野の研究に集中しており，しかもそれぞれ

異なる理論や手法，要因によって分析を試みるため，このような各国の経営スタイルの全貌と変

遷を捉えにくい部分があるように考えている。そのため，我々はテキストマイニングという研究

手法を用いて，各国の資本・労働市場を包含するトータルな経営システムを可視化できる分析ツー

ルを構築し，各国の経営システムの全貌と変遷を浮き彫りにすることで，その多様性と意義を探

ろうしている。

　本稿では上記の研究プロジェクトの一環として，最近韓国の資本市場で起きている主要な機関

投資家である韓国国民年金公団（National Pension Service，以下，国民年金）の役割をめぐる論

争を紹介し，我々が提案しているオメガ型経営の観点から，これらの論争が持つ意義について検

討する。具体的には，国民年金が韓国の資本市場で主要なプレイヤーになりつつある現状を踏ま

えて，企業統治の観点から国民年金が投資企業へ積極的に経営参加すべきであるかどうかに関す
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る理論的な対立を紹介する。さらに，それらの主張や考えが具体的な個別事例にどのように反映

されているかを韓国言論振興財団（Korea Press Foundation）が提供する54社の過去30年間の新聞

記事データベースからニュース分析システムで形態素解析，個体名分析，ネットワーク分析など

で，その背景や構造を明らかにする。

　本稿の構成は以下の通りである。まず，第二章では，オメガ型経営と企業統治の関連性につい

て説明する。第三章では，韓国で企業統治に関連する韓国国民年金公団の役割をめぐる論争につ

いて紹介する。第四章では，韓国言論振興財団が提供する新聞データベースから「企業統治」と

「国民年金（韓国国民年金公団）」に関連する新聞記事を時系列的・横断的に抽出し，当該組織

に関連する記事を，テクストマイニングで可視化することで，その全体を俯瞰し，隠れた対立す

る主張の構造を明らかにする。最後に，今回の韓国国民年金の事例を踏まえ，今後の企業統治に

おける機関投資家の在り方について示唆点を導く。

2．オメガ経営と企業統治

　日本企業の経営スタイルは，世界的に見ても特殊であり，Abbegren（1958）はそれを日本的経

営と定義している。彼によると，いわゆる三種の神器といわれる「終身雇用」，「年功賃金」，「企

業別組合」といった特徴は，日本的経営の基盤を成している3。このような日本的経営は欧米と

は異なるものの，欧米企業のような成功をおさめてきたため，日本的経営の特殊性と優位性に関

する研究は世界的に注目され，多く蓄積されている（Ouchi 1981, 伊丹ら 1998, Abbegren 2004）。

　しかし，1990年初頭にバブル崩壊後，日本企業は上記ような日本的経営の改革・再編に取り組

む必要に迫られた。この改革の方向性は，やや閉鎖的とも言える日本的経営に対して英米型への

適応を強いられたものであろう。その中，上記に記述した赤岡らの研究によると，日本企業の一

部は経営スタイルを英米型へ変化することを試みる中でも，労働市場では既存の日本型経営を維

持する，あるいは英米型への適応をはかったが日本型経営を取り戻しているといった現象が観察

された。図 1 はその現象を説明するために，赤岡（2013）が定義したオメガ型経営の概念図であ

る。彼は日本的経営の変遷を可視化するために，企業経営に大きな影響を与える主要な内外環境

として資本市場と労働市場に注目し，両市場での市場原理主義4の程度が強い場合は C, e を，弱

い場合は c, E で分類している5。その上，現在の日本的経営は以下の図 1 で示すような経路を辿っ

て，オメガ型経営の方向に進化しているのではないかという仮説を提案している。ここでオメガ

型経営では，従来の日本的経営は資本市場では市場主義原理の程度が弱く，従業員の関係を重視

する cE に位置していたものと仮定し，2000年代初めは資本主義のグローバル化の変化などに適

3 終身雇用とは，人材採用の面において従業員が定年まで企業に終身（Permanent employment）することを意味
する。年功賃金とは，企業が年齢や勤続年数によって従業員を評価し，現金の手当以外にも日本独自の様々な
手当が支払われることを意味する。企業別組合とは，欧米における職能別組合や産業別組合とは対照的に，同
一企業系統の従業員で組合組織を作る制度のことである。

4 経済学者の橘木（2012）によると，市場原理主義とは，「ローザンヌ学派の経済思想は現代でも確実に生き続けて
おり，市場経済に信頼を置く思想である。別名『新自由主義的市場経済』と呼ばれるものであり，経済を市場の
なすがままに任せておくことが経済政策の基本とする」考えである。

5 赤岡は資本市場（Capital Market）から C を，労働市場（Labor Market）は L になるはずだが，従業員（Employee）
の関係性を重視するかどうかの観点から E を用いている。例えば，伊丹（2002）は戦後日本の経済的成功の背
景には，ヒトを企業経営の中心におく「人本主義」の原理があって，米国流の「資本主義企業」に対置して「人
本主義企業」を提示している。このような伊丹の考えは，従業員の関係性を重視する経営スタイルとの観点で
は赤岡の分類に類似していると言える。
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応するために，資本市場と労働市場とも市場原理主義を強化する Ce に，昨今の労働市場では再

び従業員を大事にする CE の方向に経営システムが変化していることを意味する。つまり，彼に

よると，日本企業の新しい経営パラダイムへの変容は，具体的に，①「資本市場と全社戦略レベ

ルでは市場原理主義を強化する英米型」へ，②「労働市場では一旦強化した市場原理主義の拡大・

強化から，日本の社会や従業員に適合する新方式を模索するもの」と見られる。

　特に，本稿では韓国の資本市場で起きている企業統治に関連する変化に注目する。ここでは赤

岡のプレームワークを用いて，韓国の資本市場で企業統治に対する機関投資家である韓国国民年

金公団の役割がいかに変化してきたかについて注目する。それを日本的経営と比較することで，

昨今の世界的規模で起きている資本市場における機関投資家の役割変化について理解を深められ

る。なぜなら，企業統治は資本市場の影響を受けやすく，企業経営より上位かつ前提となる概念

で，企業経営と密接な関係にあり，企業経営と相互に影響し合っているからである。例えば，宮

島（2011, 2017）によると，日本企業は資本市場においてこれまでの株持ち合いによる安定的な

株主との関係性が解消され，機関投資家，特に外国人投資家の占める割合が高くなっていること

を指摘されている6。それにより，日本企業では企業統治の観点で様々な変化が見受けられる。

例えば，メインバンク制の解消，取締役会の規模の縮小，執行役員制の導入，社外・独立取締役

の採用などの外部監視の強化などが見られる。それに，朴・赤岡・中岡（2015）はテキストマイ

ニングやヒットマップなどの可視化ツールを用い，1990年代後半から日本企業の資本・労働市場

の変化の一部を検証した。この研究結果によると，日本的経営の代表的な産業として捉えられて

いる自動車企業においても，2000年中盤以降に海外の機関投資家が増える中，資本市場での市場

原理主義が強く求められていたことが明らかになった。

　しかし，資本市場においてこのような機関投資家（海外の機関投資家を含む）の役割に限って

みると，一概に市場原理主義を強くする傾向にあるとは言い難い。なぜなら，昨今各国の資本市

場で投入し始めているスチュワードシップ・コード（Stewardship code）では機関投資家の経営

参加を強化しているが，彼らの役割は投資先企業や事業環境に関する深い理解に基づく建設的な

対話などを通じて，当該企業の企業価値の向上や持続的な成長を促していることから，必ずしも

6 宮島（2017）はこのような変化を英米型の企業統治と規定し，これらの制度の導入によって日本の企業統治の
変化がどの程度企業行動に影響を与え，企業価値を向上させたのかについて検証を行っている。

図1　オメガ型経営の概念図

　　　　　　　　　　　出典：赤岡（2013）
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市場原理主義だけを強化する方向であるとは言えないからである（北川 2015）7。特に，本稿で

紹介する年基金機関の役割について考えると，年基金社会主義のように市場原理主義とは異な

る動きを取る可能性も出てきた。例えば，年基金などの機関投資家の投資行動は，短期的な観

点でキャピタル・ゲインを得るための投資ではなく，長期的な観点で ESG（Environment, Social, 
Governance）投資を重視するようになったからである。さらに，市場原理主義が進んでいるとい

われる米国でも年基金が大企業の支配的所有者で最大の資本家になり，投資先企業の運用・管理

に参加する現状などを考えると，機関投資家である年金基金の影響力はますます大きくなってい

ると言える（Drucker 1976）。

　つまり，各国において資本主義のグローバル化により市場原理主義の英米型への転換を強いら

れる中で，その反動としてスチュワードシップ・コードのように機関投資家の企業統治への積極

的な関与が見られるようになった。例えば，機関投資家の株主活動として考えられる手段として

は，株主総会での議決権の行使，株主代表訴訟，役員候補の推薦，企業統治（支配構造改善）ファ

ンド，エンゲージメント（Engagement），委任状競争などがあげられる8。

　Lim（2019）によると，機関投資家の株主権の行使は消極的，積極的，攻撃的の 3 つで分類で

きる。図 2 は資本主義，株主資本主義，年基金資本主義，年基金社会主義，株主行動主義の概念

の違いを表したものである。その中でスチュワードシップ・コードに立った株主活動は積極的と

消極的な活動に分けることができるが，株主行動主義に立った株主活動は積極的で攻撃的な活動

として分類できる。例えば，株主行動主義は一番積極的かつ攻撃的な株主活動である委任状競争

を通した経営陣の交代，財務構造の調整，会社分割などの最終的な選択を辞さない。そのため，

株主行動主義は株主権の行使比率を高める点では年基金資本主義及びスチュワードシップ・コー

ドと重なる点も多いが，攻撃的な株主活動を通して根本的な企業戦略の修正，あるいは企業解散

まで躊躇わない点が特徴である。ただし，株主行動主義は株主資本主義の範疇内で活動が行われ，

7 スチュワード (Steward) とは，執事，財産管理人・受託者の意味である。スチュワードシップ・コードは，機
関投資家が投資先企業の企業統治の向上を目的とした行動規範（Guidance）である。この制度は2010年に英国
で企業統治が不十分であったことがリーマン・ショックによる金融危機を深刻化させたとの反省から，金融機
関を中心とした機関投資家のあるべき姿を規定したことが始まりである。

8 エンゲージメント（Engagement）とは，投資家の発言権を行使して直接的且つ柔軟に経営者の規律付けを可能
にするものと定義される。株主提案や株主総会時の議決権行使は，アクティビズムと呼ばれてきたが，近年非
公式な対話，目的を持った対話を重視するエンゲージメントに移行してきた（三和  2016）。

図2　資本主義，株主資本主義，年基金資本主義，年基金社会主義，株主行動主義の範疇

　　　　　　　　出典：Lim（2019）
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商法，会社法，証券取引法などの法的統制と利害関係者及び政治的，経済的，社会的な文脈を考

慮しているように見える。赤岡のプレームワークで企業が資本市場において市場原理主義を強め

るように求められているのは，このような株主行動主義の影響力が強まったからであろう。

　それに比べて，年基金やミューチュアルファンドなどの伝統的な機関投資家は，株主行動主義

のような委任状競争などの攻撃的な戦略をあまり採用しない。なぜなら，それらは友好的で建設

的な対話を通して投資先企業の変化を誘導するスチュワードシップ・コードの精神とはあまり合

わないからである。むしろ，年基金社会主義のように年基金に対して，後述するように，収益性

だけではなく，利害関係者の関係性を重視するように求める意見も強くなっている。

　従って，韓国の資本市場で起きている国民年金の役割に関する論争を検討してみることで，こ

のような変化が資本市場において市場原理主義を強化する英米型への変化を意味するという解釈

は少し短絡的な見方かもしれないことが明らかになった。そこで，本稿では韓国国民年金公団の

役割変化に関する事例を，日本の現状と比較検討することで日本的経営の行方についてより理解

を深めるものとする。

3．韓国国民年金公団の役割をめぐる論争

　Peter F. Drucker（1976）は『見えざる革命：年金が経済を支配する』の中で，高齢化などの人

口構造の変化を背景に，労働者が企業年金を通じ（実質的に）全産業の株式を所有する社会のあ

り方を，「年金基金社会主義（Pension fund socialism）」と呼んでいた。ここで「見えざる革命」とは，

米国で年金基金が投資手段の一つとして大企業の株式を保有することで，当該企業の所有権が気

づかれることなく，実質的に労働者に移転していたことを意味する。つまり，社会主義を労働者

による生産手段の所有と定義するならば，年金基金による株式所有比率の高い米国こそ史上初の

真の社会主義国であると言える。そして，その影響は封建社会の崩壊にならぶ規模であり，ソ連

の共産主義革命より大きいものであると彼は主張している9。なぜなら，当時米国では労働者の

ための企業の退職年金が上場企業の株式の25% を保有しており，自営業や公務員，教員のため

の年金基金が10% 以上を保有していたからである。

　しかし，これらの年金基金は一般的に受託者責任（Stewardship）の規則によって運営されるた

め，年金受給者に年金を安定的に提供する目的以外にこの基金を使うことに制限をかけている。

そのため，2000年頃に労働組合がこの規則を変化させ，基金管理に積極的に関与し，企業に権力

を行使することを主張している人たちが出てきた（Wright 2003）。例えば，イギリスの経済史学

者である Robin Blackburn（1999, 2003）は「年金基金社会主義」を主張している。彼によると，

先進資本主義経済は人口の高齢化のため，未来に適切な年金を供給できない危機に直面するよう

になり，年金の依存率も増加するため，源泉負荷に基礎とした現役労働者に勤労所得税と所得税

で十分な年金財源を調達できなくなる。そのため，一定の種類の株式課税計画を通して年金財源

を事前的に調達する方法を提案している。このように，彼らは年金基金の株式投資拡大により労

働組合や利害当事者の経営参加を拡大する市民主義だけではなく，積立てられた年金基金を用い

て経済を「社会主義」への移行するきっかけにしようと試み，最終的には「年基金社会主義」と

9 米国の退職年金の場合，退職年金の管理・運用は労働組合で行うことになっている。従って，労働者が自身の
退職年金を通して企業の大株主になるため，労働者が生産手段である大企業を所有していると考えることもで
きる。
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「基本所得制度」の結合を提案している。

　しかし，このような機関投資家（年金基金を含む）の株主行動主義に対しては，以下のような

批判がある。Shin（2018）によると，本来であれば，スチュワードシップ・コードは機関投資家

がお金を預けた顧客の執事（Steward）として義務を実行する規定であるはずだが，最初にイギ

リスで導入された時から，顧客のための執事という側面よりは，投資先企業を管理する執事に置

き換えていると批判した。それは英米でスチュワードシップ・コードを推進した主体が機関投資

家の株主行動主義に傾いていたからである。さらに，英米の機関投資家の株主行動主義に関する

実証研究から，これらが短期的に企業株価を上げた事例はあるものの，長期的に企業価値と収益

性の向上に貢献していたという研究はあまり見当たらないと指摘した。それに，韓国のスチュ

ワードシップ・コードの導入には2016年に朴前大統領の弾劾と2017年に文政権の登場過程で「財

閥改革」という政治的な色合いが強く，韓国国民年金公団が核心的な役割をこなしていることが

特徴である。なぜなら，当該組織が国内の資本市場で占める割合が高く，主な上場企業の株式の

　9 ％以上を保有する筆頭株主であり，株式の保有比率の面から他の国の年金基金に比べて圧倒的

に高いため，韓国では年金社会主義の実現が危惧されると批判している10。

　さらに，金（2015）は韓国国民年金公団が株主活動として株主権を行使した事例を分析し，以

下の 5 つの点について明らかにした。第一に，議決権の行使は一番消極的な形態の株主権の行使

であるが，韓国国民年金公団は2006年から議決権の行使指針を定め，運営している。第二に，株

主代表訴訟は原告から当該組織の参加要請を受けているものの，内部ガイドラインが定まってい

ないという理由で拒絶している。第三に，役員候補の推薦は2012年にハナ金融グループからの要

請で役員候補を探してみたが，実現できず，2015年までに実績はない状況である。第四に，企業

統治ファンドは2004年に一回だけ運用会社を選定していたのが唯一の実績である。最後に，投資

先企業とのエンゲージメントについては2015年から韓国国民年金公団の基金運用委員会の決定で

配当政策に限って許可している。つまり，彼の研究によると，韓国国民年金公団は2015年まで議

決権の行使以外には投資先企業の経営参加にあまり積極的ではなかった。

　次章からは企業統治における韓国国民年金公団の役割を巡る論争を検討するために，まず，韓

国国民年金公団の概略について紹介し，韓国言論振興財団が提供する過去30年間の新聞記事デー

タベースから個別事例で，「韓国国民年金公団」が「企業統治」にどのような役割を果たしてき

たかについて可視化し，その全体を俯瞰することで隠された構造を明らかにする。

4．企業統治における韓国の公的金融機関の役割

　ここからは韓国言論振興財団（Korea Press Foundation）が提供する54社の過去30年間の新聞記

事データベースからニュース分析システム（BigKinds）で「企業統治」と「国民年金公団」をキー

ワードとして分析し，その結果を踏まえながら，企業統治における韓国国民年金公団（National 
Pension Service，以下，国民年金）の役割の変遷について考察しよう。

　図 3 は1990年から「企業統治」と「国民年金」の出現頻度の推移を整理したものである。ま

10 韓国国民年金公団の国内株式の保有比率は，他国の年金より非常に高いため，資本市場で大きな影響力をもつ。
日本の GPIF の場合は，国内株式の割合が25.3％で韓国国民年金公団よりも高い保有比率であるが，GPIF によ
る株主権の行使が過度な企業経営の介入に変質されないように，GPIF による株式直接投資などを禁じ，委託
管理を行っている。
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ず，この図から韓国で1988年に導入された国民年金は，12年後である1999年には都市地域の自

営業者までに拡大され，全国民を対象とする年金制度に発展し，国民年金に対する関心が年々

高まっていることが分かる。次に，韓国で企業統治に関連する問題が台頭したのは，アジア金

融危機が発生した1997年以降からである。韓国では1997年末のアジア金融危機以降，米国政府

と IMF（International Monetary Fund）などの勧告で財閥のような企業集団の所有支配構造に規制

が実施された。具体的には，韓国政府が財閥のような企業集団に対して金融と産業の分離を促す

「金産分離」と企業集団内の系列企業間の循環出資を規制しようとする中，外国人の投資制限の

廃止，敵対的 M&A を許可する措置は，企業経営者側から見ると，逆差別及び逆効果で作用され

たという批判もあった。そのような韓国の資本市場の変化の中で株主行動主義を標榜する外国系

のヘッジファンドが，たびたび財閥企業の経営権を攻撃する事例が増え，その事案に関連しては

新聞で多く報道されるようになった。例えば，海外ヘッジファンドと企業経営者側との対立に関

する代表的な事例としては，2003年に Sovereign 資産運用と SK グループ，2006年に Carl Icahn と

KT&G，2015年に Elliott Associate と三星物産の間に経営権紛争，2018年に Elliott Associate による

現代自動車グループの企業統治改善案の反対などがある。そして，これらの事案が発生するたび

に「企業統治」の出現頻度が増加していることは図 3 でも確認できる。

　それに，図 4 は「企業統治」と「国民年金」の共同出現頻度の推移である。ここから，記事の

中で「企業統治」と「国民年金」が共同で登場する事例が年々増加していることが分かる。この

ように企業統治において国民年金が登場する背景は何であろうか。この問いを理解するために

は，韓国の資本市場で占める国民年金の重要性と企業統治に関連する国民年金の役割変遷につい

て理解する必要がある。

　これからは，韓国の資本市場における国民年金の重要性と当該組織の役割変遷について少し説

明する。韓国国民年金公団によると，国民年金基金は国民年金事業に必要な財源を円滑に確保し，

年金加入者の年金給与を支給するために設置された。積立基金は国民年金基金の運用委員会が定

めた政策及び運用計画に従って，国民年金財政の長期的な安定を維持するために，管理・運用さ

れている。昨今，韓国国民年金公団は規模面で世界の 3 大年基金の一つであり，2019年 6 月末の

時点で運用保険料と運用収益金などで893兆ウォンを助成し，年金給与などで196.4兆ウォンを支

図3　「企業統治」と「国民年金」の出現頻度の推移（1990年から）

　　　出典：韓国言論振興財団（Korea Press Foundation）のニュース分析システム（BigKinds）の分析結果
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出しているため，純積立基金は696.6兆ウォン（約70兆円弱）である。

　このような韓国国民年金基金の管理・運用の流れは，下記の図 5 のような形で行っている。ま

ず，国民年金基金の管理及び運用についての意思決定の流れは，国民年金法で規律されている。

そのため，基金の運用計画をはじめとする成果などの主要な事案は，政府機関，従業員代表・地

域加入者代表，経営者代表，関係専門家などが参与する国民年金基金運用委員会が審議・議決す

る。保健福祉府長官が国民年金基金の管理・運用事業を管掌するが，その業務を国民年金公団に

委託し，公団内の投資専門家で構成された基金運用本部で遂行している。従って，国民年金基金

の管理・運用は資金運用本部が行うことになる。

　また，韓国国民年金公団が行う投資は，毎年作成する中期資産配分計画と年間基金運用計画に

よって実施される。今後 5 年間の目標になる中期資産計画は年金財政の長期推計に適用される予

想収益率と基金の資産及び負債に対する予想値などを考慮して作成される。当該組織は基金運用

図5　国民年金の管理・運用の流れ

　　　　　　　　出典：国民年金基金のホームページから

図4　「企業統治」と「国民年金」の共同出現頻度の推移

　　　出典：韓国言論振興財団（Korea Press Foundation）のニュース分析システム（BigKinds）の分析結果



オメガ型経営と企業統治 75

計画に定めた金融部門，福祉部門及びその他の部門に分けて，金融部門は国内株式，海外株式，

国内債券，海外債券，代替投資及びその他の商品に区分される。このように資産群を分類する目

的は，基金運用の収益性と安全性を考慮し，投資対象の資産群を多様化させるためである。図 6　

は韓国国民年金公団の主な投資先である。2019年 6 月末時点で国内債券が45.7％で一番高く，海

外株式が20.9％で二番目に，国内株式が17.3％で 3 番目になる。現在，国民年金基金は長期運用

収益率の改善のために，資産配分の調整を推進中であり，具体的には国内債権の割合を減らし，

代替投資・海外資産などの割合を拡大する予定である。

　続いて，企業統治に関連する国民年金の役割を理解するために，投資資産の中でも国内株式投

資についてより詳細に説明する。国民年金の国内株式投資は，企業の内在価値が優良な種目の発

掘を通して長期的投資を目指している。そのため，当該組織は国内株式投資を直接投資と委託運

用で管理・運用している。国民年金が直接投資する場合は，事前に投資可能な種目のプールを構

成し，その範囲内で投資を実施している。株式投資を委託運用する場合は，細部類型別のポート

フォリオ管理戦略によって管理・運用している。2019年の第二四半期末基準で国内株式の投資規

模は120.3兆ウォン（約12兆円弱）で全体投資額の17.3％であり，その内国民年金が直接投資する

割合は54.5％である。国民年金基金の産業別のポートフォリオ構成をみると，2018年末で電気・

電子が30.2％で 1 位，金融業が17.9％で 2 位，化学が9.1％で 3 位，サービス業が7.5％で 4 位，

運輸装備が7.1％で 5 位，流通業が4.4％で 6 位，医薬品が3.9％で 7 位である。さらに，国民年金

が保有している株式銘柄数は779社にのぼり，表 1 はその中で保有額上位10位以内の銘柄を整理

したものである。この表から，第一に，評価額で三星電子が230,882億ウォン（約 2 兆 3 千億円）

で資産群内の割合でも21.5％で圧倒的に 1 位である。企業統治の観点からは持分率が重要である

が，三星電子の場合，国民年金は全体の10％を保有している第二の大株主である。上位10位以内

の保有銘柄において，国民年金は筆頭株主であるか，第二の大株主である。

　特に，企業統治と関連する事案に関しては，2018年 7 月に設置された受託者責任専門委員会が

担当している（上記の図 5 を参照）。受託者責任専門委員会は基金運用委員会などの要請で国民

年金が保有する株式に関連する株主権の行使と責任投資関連の主要事案を検討している。この委

員会は株主権行使分課と責任投資分課の二つの分課委員会に分かれる。株主権行使分課委員会は

図6　韓国国民年金公団の主な投資先

　　　　　出典：国民年金基金のホームページから
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従業員代表（ 2 名）・地域加入者代表（ 2 名）・経営者代表（ 2 名），研究機関推薦（ 1 名），政府

推薦（ 2 名）で株主権の行使の主要事案を検討する。責任投資分課委員会は従業員代表（ 1 名）・

地域加入者代表（ 1 名）・経営者代表（ 1 名），研究機関推薦（ 1 名），政府推薦（ 1 名）で責任

投資（ESG）関連の主要事案を検討する。

　図 7 は「国民年金」の検索結果から分析ニュースと関連性が高いキーワードを視覚化するワー

ドクラウドの結果である。この図から国民年金がスチュワードシップ・コードの観点で，三星物

産，現代自動車，大韓航空などの企業集団に議決権の形で積極的に経営参加していた様子が明ら

かになった。国民年金は2018年にスチュワードシップ・コードを導入してから，投資先企業への

積極的に経営参加を増やしている。例えば，国民年金は三星グループの関連子会社であるバイオ

ロジックスと暁星グループの社外取締役選任などに反対票を投じたり，現代自動車と現代モービ

スに関連しては，株主行動主義のヘッジファンドである Elliott Associate の攻勢を防いだりする

役割を果たしていた。今後，国民年金は企業グループ内の不当な支援行為，経営陣の私益詐取，

図7    「国民年金」のワードクラウド

出典：韓国言論振興財団（Korea Press Foundation）のニュース分析システム（BigKinds）の分析結果

表1　保有額上位10位以内の銘柄
2018年末の時点

順位 種目名
評価額

（億ウォン）
資産群内

割合
持分率
（％）

1 三星電子 230,882 21.5％ 10.0
2 SK ハイニックス   39,915   3.7％   9.1
3 LG 化学   24,038   2.2％   9.8
4 POSCO   22,685   2.1％ 10.7
5 SK テレコム   21,364   2.0％   9.8
6 現代自動車   20,755   1.9％   8.2
7 NAVER   19,069   1.8％   9.5
8 KB 金融   18,454   1.7％   9.5
9 三星 SDI   17,875   1.7％ 11.9

10 新韓金融フィナンシャルグループ   17,595   1.6％   9.4
出典：国民年金基金のホームページから
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過度な役員報酬など，さまざまな事案に対して株主権の行使を強化するものとみられる。

　例えば，直近の例として，大韓航空の事例を見ると，2019年 3 月28日に開催された大韓航空の

定期株主総会で，趙亮鎬（チョ・ヤンホ）韓進グループ会長が取締役再任に失敗したことが上

げらえる。彼の再任失敗には，国民年金が決定的な役割を果たしていたと言われている11。大韓

航空の株式の11.56％を保有し，第 2 位の大株主である国民年金は， 3 月25日と26日に受託者責任

専門委員会を開き，激論の末に趙会長の再任反対を決めたという。その決定の理由としては，

「企業価値の毀損と株主権益侵害の履歴があると判断した」というのである。次に，図 7 で注

目してほしいのが，機関投資家に議決権行使を助言する会社である ISS（Institutional Shareholder 
Services）の存在である12。議決権行使助言会社とは，投資先企業が株主総会で提出する議案を分

析し，賛否を機関投資家に助言する会社のことである。企業が経営統合や企業買収など株主総会

で議案を提出する場合，多数の企業に投資している機関投資家は個別企業の議案内容を詳しく検

討する時間があまりないため，議決権行使助言会社が作成するレポートを参考にしたり，推奨に

従って議決権を行使したりすることが多い。そのため，議決権行使助言会社は機関投資家の議決

権行使に大きな影響力を持っていると言われている。

　図 8 は国民年金と関連する正確度の上位100件の分析ニュースで抽出された個体名（人物，場

所，機関，キーワード）間の連結関係をネットワークの形で視覚化したものである。この図では

国民年金に大きな影響力を持つ政府機関（大統領，青瓦台，保健福祉部，法務部など）や政治団

体（与党，野党），国民年金が経営参加で大きな影響力を与える投資先企業（三星グループ関連

11 同日の株主総会で， 3 年間の任期が終了した趙会長の取締役再任案件は，出席株式の64.09％の賛成を得るにと
どまり，議決権の 3 分の 2 の賛成条件を満たすことができず否決された。韓国で企業集団のトップが株主総会
で社内取締役の再任に失敗したのはこれが初めてである。

12 ISS は2011年から国民年金が保有する海外株式の議決権について助言する会社として選定されている。

図8    「国民年金」の関係図分析

出典：韓国言論振興財団（Korea Press Foundation）のニュース分析システム（BigKinds）の分析結果
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会社，SK グループ関連会社，現代自動車グループ関連会社，LG グループ関連会社，韓進グルー

プ関連会社）などの関係性が現れる。この図から政治部門が国民年金を通して経済部門に大きく

影響を与える可能性が出てきた。

　図 9 は国民年金の経営参加に関する記事で「年金社会主義」，「年金資本主義」，「年金社会主

義」and「年金資本主義」の出現頻度の推移を表しているものである。この図から年金社会主義

は2004年に国民年金による議決権の行使を巡り，国民年金の独立性を前提として投資先企業に経

営参加すべきであるという主張の中で注目された。その後，前述したように，国民年金が2007
年以降投資先企業に議決権の行使を行うようになった。続いて，2011年に当時の与党の関係者が

社会的責任投資（Socially Responsible Investment）の観点から国民年金の株主権を強化するよう

に求める動きがあった。最後に，直近では国民年金が2018年に導入されたスチュワードシップ・

コードや受託者責任専門委員会の設置，複数の事案で議決権の行使を行ったことに対して，賛成

と反対意見の中で現れている。最近の新たな動きとしては，国民年金の投資先企業に関連する積

極的な経営参加に対する評価について，「年金社会主義」ではなく，「年金資本主義」の観点で捉

える必要性があるという反論もある（上記の図 2 を参照）。

　図10は「年金社会主義」に関する個体名の間に連結関係をネットワークの形で視覚化したもの

である。この図では国民年金の積極的な経営参加活動を，「年金社会主義」であると危惧してい

る側としては，全国経済人連合会（전국경제인연합회）と韓国経営者総協会（한국경영자총연합

회）などの主に経営者の批判が大きい。彼らによると，国民年金は政治の影響力に主に左右され

るため，独立性を維持できないのではないかという強い疑問を持っている。例えば，上述したよ

うに，趙亮鎬（チョ・ヤンホ）韓進グループ会長の事例では，国民年金が政府や世論に左右され，

独立性を保てない意思決定を下したのではないかという批判が根強い14。

図9　年金社会主義，年金資本主義，年金社会主義 and 年金資本主義の出現頻度の推移13

　　　出典：韓国言論振興財団（Korea Press Foundation）のニュース分析システム（BigKinds）の分析結果

13 「年金社会主義」と「年金資本主義」の相関係数（Pearson correlation coefficient）が0.3011であるため，二つの
単語の間にプラスの相関関係が存在すると言える。

14 韓国経済研究院（2019）によると，国民年金の積極的な経営参加に対しては，独立性，専門性の観点から以下
の 3 つの批判をあげている。第一に，基金運用委員会の委員長を政府官僚（保健福祉部長官）が遂行している。
第二に，国民年金の保有株式の議決権を外部専門機関に委託せず，直接行使している。第三に，国内資本市場
の 7 ％以上の影響力を持っている。



オメガ型経営と企業統治 79

5．結　　論

　本稿では，韓国の資本市場における韓国国民年金公団の役割について考察してきた。これから

は国民年金の役割を理解するために，まず，各国の年基金機関の運用目標について検討して見よ

う。表 2 は Lee et al.（2015）による主要国の年基金制度の現状を比較したものである。この表か

ら，各国の年基金の運営方法は運用・管理の目標によって様々であるが，共通点としては，集め

られた年基金を運用し，如何に収益率を高く安定的に確保できるかを目指すことである。例えば，

日本の年金積立金管理運用（以下，GPIF: Government Pension Investment Fund）は勤労世代が老

人世代を扶養する賦課方式（pay as you go）を適用するため，高収益を目指すことよりは長期的

な視点で必要な要求収益率を達成することを目標としている。そのため，GPIF は他の年基金よ

りは目標収益率・平均収益率を相対的に低く設定している。それに対して，米国の California 州

の CalPERS（California Public Employee’s Retirement System）は，2013年 9 月の理事会で投資ポー

トフォリオの戦略的管理による長期的な価値創出を目指すために，金融・物理・人的資本の3つ

の形態の効果的な運用に関する10の投資原則を採択し，慎重な危機管理で高い収益率を目指す攻

撃的な運用を行っている。オランダ公務員総合年金基金（Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds）は

30～40年間加入者基準の基礎年金給与額との合算所得代替率が引退前所得の70％になるように設

計されたため，給与の実質価値の保存という運用目標を達成するために積立比率（積立資産 / 負

債）を管理している。最後に，韓国国民年金公団は上述したように，長期的な収益率の改善を目

指すため，安全資産である債権から海外の株式投資のような高い収益率が期待できる投資に方向

転換している。

　このように，各国の年基金機関による国内外の株式市場への投資目的は，最優先的にその投資

図10　年金社会主義，年金資本主義の関係図分析

出典：韓国言論振興財団（Korea Press Foundation）のニュース分析システム（BigKinds）の分析結果
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から高い収益率を得るためである。つまり，年基金機関が投資先企業への経営参加する目的は，

スチュワードシップ・コードでも明示しているように，それによって企業価値を長期的に向上さ

せることで高い投資収益を得ることである。そのため，資本市場において国民年金の役割を議論

するには，当該組織の経営行動が果たして投資先の企業価値を中長期的に向上させられるかを検

証する必要がある。しかし，Shin（2018）の研究のように，機関投資家の経営参加が企業価値を

長期的に向上させていることを確認できる実証研究はあまりないのが現状である。その意味では，

我々の研究フレームワークから国民年金の経営行動は究極的に市場原理主義を強化する C の方

向で動く可能性があるが，その有効性については検証が必要である。

　さらに，当該組織の役割を議論するためには，各国の年基金が投資先企業への経営参加する方

法についても検討する必要がある。例えば，韓国国民年金公団の積極的な経営参加に関する批判

として，韓国以外の年基金機関は政府関係者が関与せず，年基金は議決権の指針を設定するが，

外部専門機関に議決権の行使を委任している形で政府からの独立性と専門性を確保している。し

かし，現時点で国民年金は上述したように，政府からの独立性が十分に確保されているとは言い

難い。その上，国民年金が2018年にスチュワードシップ・コードの導入を契機に，積極的に企業

に対して議決権を行使することは現政権の影響力による「年基金社会主義」的な行動であるとい

う批判が根強い。むろん，国民年金は基金運用本部の恣意性を最小限に抑えるために，利害関係

者に利益相反防止ポリシーを明示し，受託者責任専門委員会を設置するなどの対策を施している。

特に，委託者委員会の構成員には，政府関連委員を除いて民間専門家のみで構成し，最小限の独

立性を確保しようとしている。しかし，それだけで国民年金が政府機関から独立性を確保できて

いると言うには不十分であろう。そのため，日本の GPIF のように，投資先企業への議決権のみ

ではなく，スチュワードシップ・コードの設定まですべて委託運用会社に委任し，委託運用会社

が自ら議決権の行使基準を定め，その結果を GPIF に報告する形を取ることも一つの対案として

考えられる。その場合，国民年金の株主権を民間の委託運用会社に委託することになるが，果た

表2　主要国年基金制度の現状

基金名
日本

（GPIF）
韓国

（NPS）
米国

（CalPERS）
オランダ
（ABP）

運用主体
特立行政法人年金
積立金管理運用

国民年金公団
基金運用本部

California 基金管理
理事会

オランダ公務員基金
運用組織（ABP）

保険料率 18.3％ 9％
8-13％（年金ブラン設計

による）
5-25％

（平均16.1％）

財政目標
危険回避的，100年以
内財政均衡達成

実質価値維持＋危険
限度内追加収益

年基金の長期的持続可能
性の強化

給与の実質価値保存

目標収益率
長期積立金の実質運用
収益率1.7％目標

経済成長率，物価上
昇率を考慮，目標収
益率5.0％

長期投資収益率（discount 
rate）7.0目標

積立比率の目標値104.2％
と指数連動化で決定

投資政策
主にパッシブ政策（市
場平均収益率達成）

海外投資，代替投資
拡大

危険管理を通して最大収
益率の創出

戦略的投資と指数連動化
を通じた積立比率管理

財政方式
賦課方式

（pay as you go）
部分積立式

積立式
（ 5 年値の積立目標）

積立式
（確定給与型 DB）

決算時点 3.31 12.31 6.30 12.31

出典：国民年金研究院（2015）に委任している15。

15 日本の GPIF は国内株式の割合が25.3％で国民年金よりも高いが，年基金の株主権の行使が過度な企業経営の
介入に変質されないように，GPIF による株式直接投資を禁じている。
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して委託運用会社は利害関係者からの影響を排除し，独立的で適切な意思決定を行えるかという

疑問が残る。むしろ，国民年金の方が意思決定過程を外部に公開するため，委託運用会社より透

明な意思決定ができるのではないかという意見もある。最後に，我々の研究フレームワークから，

このような国民年金の経営行動は市場原理主義を弱め，利害関係者を重視する cE の方向性に動

く可能性もあると言える。これらの状況を踏まえると，今後，韓国の資本市場における国民年金

の役割については更なる議論が必要である。
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